
2021 年 7 月 9 日（金） ちゃんと11

資　格▶保育士資格
給　与▶�時給1,000円〜
時　間▶�7:00〜9:00、�

16:00〜19:00
休　日▶�日、祝、他
待　遇▶�交通費規定支給、�

労災保険、試用期間1ヶ月有

まずは電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

訪問･見学訪問･見学
大歓迎！大歓迎！

朝･夕の朝･夕の
空いた時間で空いた時間で
働けます！働けます！

☎☎2929--33113311

千歳市みどり台南2丁目12-6
【受付/9〜17時】

担当/小原 恵庭市桜町3丁目9-1

☎34-0708
【受付/9〜17時】

担当/小原

保育士保育士
募募集集!!!! この他にもこの他にも

隙間時間で隙間時間で
勤務したい方は勤務したい方は
ご相談ください。ご相談ください。

千歳・恵庭 パ 保育士

お客様に喜びを届けるお仕事です。

期　間▶7月下旬〜長期　★今回は長期の募集です
仕　事▶�電話受付業務
資　格▶�不問、Word・Excel経験者歓迎
給　与▶�時給900円

●まずはお気軽にお電話ください。 

☎0123-48-2800☎0123-48-2800

初心者大歓迎!!初心者大歓迎!!

ケイシイシイ株式
会社 千歳市泉沢1007-111

ダイレクトマーケティング部

フルタイムでの勤務が可能な方歓迎!

土日の勤務が可能な方大歓迎!!

時　間▶�9:00〜18:00の間でシフト制、応相談
休　日▶�月9〜10日�※時期により変動有
勤　務▶�週4日〜
待　遇▶�各社保完備（勤務時間による）、�

交通費規定支給、車通勤可、送迎有（千歳駅）
【受付/9～17時 担当/吉田】

千歳駅から送迎有!

千歳 ア パ 電話受付業務

3名3名
募集募集組織拡大に向け

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F㈱アスクゲートノース 当社は「社団法人�日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号�派01-300587

アスクゲートノース

24時間受付OK！ お気軽にお電話ください。 0120-172-6420120-172-642

給　与▶�時給926円〜
時　間▶�9:00〜18:00�

（休憩60分）
期　間▶�即日〜長期
休　日▶�日曜・祝日・他�

（週休2日）
待　遇▶自力通勤者交通費支給

★事前見学あり!

パスタの製造に伴うライン作業

時給926円〜
即日～長期

《恵庭市》

給　与▶�時給1,000円〜
時　間▶�8:30〜17:30�

（残業有）
期　間▶即日〜12月中旬
休　日▶�土曜・日曜・祝日

★自力通勤者歓迎！

ガラスの格子組立や切断

時給1,000円〜
即日～12月中旬

《恵庭市》

給　与▶�時給1,000円〜
時　間▶�8:30〜17:30�

（休憩90分）�※変動の可能性有
期　間▶即日〜10月頃
休　日▶�週休2〜3日�※シフト制
待　遇▶交通費規定支給

★未経験者もOK!

野菜の①箱詰め②運搬

時給1,000円〜
即日〜10月頃

《千歳市》

給　与▶�時給1,000〜1,100円
時　間▶�9:00〜17:00（実働7h）�

※短時間勤務の相談可能
期　間▶�即日〜2ヶ月�※更新制
休　日▶�水曜・日曜��

※出勤日数の相談可能

★時間･休日の相談可能！

生ハム・ソーセージの製造

時給1,000〜1,100円
即日～2ヶ月（更新制）

《安平町》

給　与▶�時給980円〜
時　間▶�8:00〜17:00�

※変動の可能性有
期　間▶�7月中旬〜10月頃
休　日▶�シフト制

★シニア層も活躍中!

野菜の収穫

時給980円〜
7月中旬〜10月頃

《千歳市》

給　与▶�時給900円〜
時　間▶�①8:30〜17:30�

②18:00〜翌3:00�
③9:00〜14:00�
※�①〜③の時間帯から�
相談可能

期　間▶即日〜長期
休　日▶日曜・他�※シフト制
待　遇▶自力通勤者交通費支給

★週3、4日勤務も可能！

食品の検品・梱包・製造

時給900円〜
即日～長期

《恵庭市》

短期短期・・長期長期のお仕事あります!のお仕事あります! WEB面接WEB面接も可能です。も可能です。
まずはお気軽にお問合せ下さい。まずはお気軽にお問合せ下さい。

1Rタイプも1Rタイプも
空きあります。空きあります。●�●�送迎送迎や、や、住み込み寮住み込み寮など�など�

待遇面でのご相談も可能です。待遇面でのご相談も可能です。

短期 短期短期 短期

千歳・恵庭・他 派 検品・梱包・製造、ライン作業、組立・切断、箱詰め・運搬、収穫

石田花園 恵庭市中央206

☎0123-33-2696
まずはお気軽にお電話ください。　担当/石田

【受付】月～土　
12:00～19:00

仕　事▶�花苗を黒ポットに植え込む作業�
※ハウスでの出荷作業（暑さ対策有）

資　格▶車通勤可能な方、未経験者歓迎
期　間▶即日〜�※長期勤務が可能な方歓迎
給　与▶時給870円〜
時　間▶ 8:30〜17:00（実働5h）
勤　務▶月〜土曜
休　日▶�日曜、その他
待　遇▶労災保険、試用期間有

勤務時間応相談！

数名数名
募集募集

恵庭 パ 花苗生産

資　格▶�普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者
研修修了（旧ヘルパー2級）以上

給　与▶�週5日勤務/時給1,260円〜 
週4日勤務/時給1,200円〜 
※いずれも処遇改善手当を含む 
★業績により年2回一時金を支給 ★昇給制度あり

時　間▶規定による
勤　務▶�週４〜5日（応相談）�※シフト制
待　遇▶�介護福祉士手当、労災保険、通勤・車両借上手当

未経験者でも安心‼︎
同行いたします♪

有給を
取得しやすい！

★ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行うお仕事です。

〒061-1446　恵庭市末広町125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

ホームヘルパー募集!ホームヘルパー募集!

担当/笹川まずはお電話ください。

時間相談時間相談
できます♪できます♪

☎0123-33-1120

恵庭 パ 訪問介護員

担当/中野☎0123-39-2133
〒061-1433 恵庭市北柏木町5丁目3-1

履歴書（写真貼付）を下記担当者宛に
郵送いただくか、直接お電話ください。応募

女性が活躍している職場です!!

株式会社 恵庭商品物流センター

給　与▶�一般商品仕分け担当/時給886円 
重量物含む商品仕分け担当/時給1,026円

時　間▶�①9:00〜15:30�②③④9:00〜17:00
勤　務▶�①週4日以上�②週3日以上�

③月、木�④月、火、木�
※①と②は曜日応相談

休　日▶土・日
資　格▶�祝日勤務可能な方、�

60歳未満の方（定年60歳の為）
待　遇▶�勤務時間により社会保険適用、有給休暇有

（6ヶ月勤務後付与)、交通費規定支給（月額�
上限15,000円）、制服貸与、車通勤可

長期可能な方歓迎!

千歳・恵庭
から
送迎有

扶養内
OK!!70歳まで

の再雇用
制度有

商品の仕分けや各店舗への発送準備作業

恵庭 ア パ 商品仕分け担当

◆レジ

◆水産

◆食肉

☎26-6660
千歳市日の出1丁目1-66

千歳店
Web応募
はコチラ

応募☎23-7667
千歳市勇舞8丁目1-1

長都店
Web応募
はコチラ

給　与▶�［一般］時給882円 ［学生］時給871円 
時　間▶��17:00〜21:00（実働4h）�

※応相談�※学生可

給　与▶�［一般］時給911円 ［学生］時給871円 
時　間▶�①7:30〜12:30�②13:00〜17:00

給　与▶�［一般・学生］時給871円
時　間▶�8:30〜13:00�※応相談

応募

千歳 ア パ 水産、レジ、食肉、デリカ、ベーカリー

◆ベーカリー
給　与▶�［一般］時給874円 ［学生］時給871円 
時　間▶8:30〜13:00

土日出勤ができる方限定

◆デリカ
給　与▶�［一般］時給919円 ［学生］時給871円 
時　間▶①�8:00〜13:00�②17:00〜21:00
勤　務▶①週3〜4日�②週4〜5日

土日出勤ができる方限定

◆食肉
給　与▶�［一般］時給877円 ［学生］時給871円 
時　間▶�8:30〜13:00　　　　　　勤　務▶週4〜5日

土日出勤ができる方限定

[応募］希望の店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長 ㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32
●制服貸与 ●交通費規定支給 ●車通勤可

お寿司製造

＼仕事探すなら／

み
ん
な
で
一
斉
に

　
　
　

　
　
　お
仕
事
探
す
よ
！

7・9月は

915円時
給

繁忙期
手当
あります！

8月は

965円時
給

仕　事▶�店内業務全般�
（接客、ジェラート盛り付け、清掃等）�
★盛りつけは従来の「ヘラ」を使用せず、�
　「ディッシャー」で行います。誰にでも簡単に�
　できるお仕事です。

勤　務▶�土日祝含む週3〜4日
時　間▶�12:00〜18:45の間で実働5h�

例/12:00〜17:00、13:45〜18:45
給　与▶�時給915円〜 

※試用期間１ヶ月/同条件
期　間▶�〜9月30日
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与

仕事終わりにジェラートを食べられます♪

《期間》9月30日まで《期間》9月30日まで
すぐ働けます!! 土日祝勤務出来る方歓迎!

販売スタッフ

★新型コロナウイルス積極的に対策中（勤務時マスク支給等）
★休業手当にも対応！
★未経験者歓迎!!
★勤務開始時期は応相談

まずはお電話ください。ジェラテリア ミルティーロ
千歳市長都2 ☎0123-23-5323 【採用担当者】※JR長都駅から約3km

受付/10〜18時

千歳 パ 販売

恵庭市恵み野里美1丁目1-21
ポラリス恵み野駅前205号（恵み野駅より徒歩1分）

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。 ☎0123-29-6755
有限会社プラス 恵庭営業所

（恵庭営業所）

◆アルバイト【短期/長期】【日勤/夜勤】選べます！
期　間▶�希望の期間をお知らせください。�

長期/3ヶ月〜�　※短期もOK
給　与▶ 未経験者/日給9,500円〜 

有資格者/日給10,000円〜 
※車両保持者は+200円　※短時間保証有　
　（4h未満/日給の60%、4h以上/全額支給）

勤　務▶�週2日〜希望日数�
※1週間前に休みを申請していただきます。�
　希望休や土・日曜休み等も可能。�

◆契約社員
給　与▶�基本給/月170,000円〜+諸手当 

※月20日勤務未満でも給与保証 
　【月収例/月20日+3日勤務の場合 
　17万円＋3日分日給25,500円 
　＋深夜手当36,639円＋残業手当10h
　　（13,281円）＋交通費16,100円 
　＝月261,520円以上可能

勤　務▶月20日（シフト制）
休　日▶原則日曜�

資　格▶�18歳以上（警備業法により年齢制限が設けられている為）、未経験者歓迎、定年者歓迎、扶養内・WワークもOK
時　間▶�①8:00〜17:00　②20:30〜翌5:30　※日勤のみ・夜勤のみOK、希望考慮
待　遇▶�各社保完備、日払い可(規定有）、寮完備（家具・家電付き1人部屋）、社員登用制度有、制服・備品支給（防寒・

暑さ対策）、法定研修20h/17,220円、交通費規定支給(研修中500円/1日）、残業・深夜・車両・資格手当
勤務先▶�恵庭・千歳・北広島市内、他現場直行直帰　★本社、江別事業所も募集中�（札幌市内全域、江別・石狩市）�

★警備会社に入社する際必要な法定書類の費用も全額負担します！

共
通
項
目

50〜60代50〜60代
活躍中！活躍中！

●本社/札幌市北区北11条西2丁目（地下鉄北12条駅より徒歩2分）�☎011-747-8116�●江別事業所/江別市大麻新町22-2新町ハイツ407�

交通誘導員交通誘導員
日給日給9,5009,500円〜円〜未経験でも5名5名募集!!募集!! 日給日給10,00010,000円〜円〜有資格者

なら

破格破格のの
給与設定給与設定でで

札幌・江別札幌・江別でもでも
募集中!!募集中!!

千歳・恵庭・他 契 ア 交通誘導員

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20�第12ふじやビル4F

清掃
スタッフ

☎22-5280 採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

時間・日数ともに、
お気軽にご相談ください！

仕　事▶新千歳空港商業施設エリア内の共用部分清掃
時　間▶�21:00〜翌1:00　�

※実働4h
給　与▶�時給900円  

※22時〜翌1時/時給1,125円
勤　務▶月15〜20日
休　日▶シフト制
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給（月18,000円まで）、�

車通勤可

現在のスタッフは
全員男性です。

千歳 パ 清掃
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